
別記様式１

総契約件数 件 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 件 件

②　随意契約（公共工事） 件 件

③　競争入札（物品役務等） 件 件

④　随意契約（物品役務等） 件 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 件

（内訳）

　一般競争入札方式 件

　企画競争方式　 件

　公募方式 件

　不落・不調随意契約方式　 件

契 約 一 覧 表 総 括 表

（第10入札等監視委員会） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

区 分 件 数 うち応札（応募）業者数１者 備 考

171 57

34 0

0 0

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。 

95 29

42 28

57

29

0

23

5
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別記様式１

総契約件数 件 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 件 件

②　随意契約（公共工事） 件 件

③　競争入札（物品役務等） 件 件

④　随意契約（物品役務等） 件 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 件

（内訳）

　一般競争入札方式 件

　企画競争方式　 件

　公募方式 件

　不落・不調随意契約方式　 件

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。 

11 4

3 0

4

4

0

0

0

31 4

17 0

0 0

契 約 一 覧 表 総 括 表

（部局名：近畿財務局） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

区 分 件 数 うち応札（応募）業者数１者 備 考
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別記様式２

（部局名：近畿財務局） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備　　考

1

国有工作物耐震補強工事構造計画等
委託業務（和泉市黒鳥町）
大阪府和泉市黒鳥町４－４１１－２
ほか
「建築士事務所」

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年10月6日
株式会社トクオ
愛知県名古屋市中川区万場
４－１１１１

法人番号 6180001038512 一般競争入札 27,089,920円 7,590,000円 28.0% 5

2

伊丹合同宿舎増圧給水ポンプ取替工
事
兵庫県伊丹市行基町２－８６
令和3年10月7日～令和4年2月25日
「管工事」

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年10月6日
株式会社八尾工業所
大阪府八尾市東山本新町９
－１２－１

法人番号 2122001023107 一般競争入札 4,081,977円 3,080,000円 75.4% 7

3

令和3年度国立京都国際会館映像音響
設備更新工事
京都府京都市左京区岩倉大鷺町４２
２ 国立京都国際会館
令和3年10月13日～令和4年3月18日
「電気通信工事」

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年10月12日

パナソニックシステムソ
リューションズジャパン株
式会社西日本社
大阪府大阪市淀川区宮原１
－２－３３

法人番号 3010001129215 一般競争入札 62,997,000円 58,080,000円 92.1% 3

4

枚方合同宿舎(１号棟)電気温水器取
替工事
大阪府枚方市禁野本町２－１１
令和3年10月19日～令和4年3月15日
「電気工事又は管工事」

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年10月18日
小川電機工事株式会社
大阪府交野市星田北５－２
１－５

法人番号 4120001146909 一般競争入札 19,685,222円 11,599,500円 58.9% 9

5

喜連合同宿舎内部改修等（２期）ほ
か１件工事
大阪府大阪市平野区喜連西１－１５
－１１ほか
令和3年10月26日～令和4年3月15日
「建築一式工事」

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年10月25日
株式会社ライズ
大阪府守口市金田町２－５
５－１４

法人番号 4120001177301 一般競争入札 123,446,451円 95,095,000円 77.0% 9

6

国有建物解体撤去等工事（大津市横
木）
滋賀県大津市横木１－１３－２
令和3年10月29日～令和4年2月28日
「解体工事」

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年10月28日
有限会社本澤組
大阪府八尾市太田新町８－
９５－２

法人番号 3120002081627 一般競争入札 4,959,061円 4,400,000円 88.7% 6

7

国有地擁壁改修等工事(紀の川市桃山
町)
和歌山県紀の川市桃山町段字奴ノ坪
３０４
令和3年10月8日～令和4年2月28日
「土木一式工事」又は「とび・土
工・コンクリート工事」

分任支出負担行為担当官
近畿財務局和歌山財務事務
所長
木村　由典
和歌山県和歌山市２－３

令和3年10月7日
紀北造園土木株式会社
和歌山県紀の川市荒見５６
３

法人番号 2170001008107 一般競争入札 4,243,547円 4,213,000円 99.2% 2

8

りんくう合同宿舎受変電設備改修工
事
大阪府泉南郡田尻町りんくうポート
北５－１７
令和3年11月3日～令和4年3月15日
「電気工事」

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年11月2日
株式会社岡田電気
大阪府大阪市東成区東今里
２－１１－３０

法人番号 4120001011955 一般競争入札 5,105,126円 3,916,000円 76.7% 18

契約一覧表（競争入札（公共工事））

法人番号
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（部局名：近畿財務局） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備　　考法人番号

9

国有崖地崩落防止応急対策工事（神
戸市兵庫区平野町）
兵庫県神戸市兵庫区平野町字天王谷
奥東服２２８先
令和3年11月11日～令和4年2月28日
「とび・土工・コンクリート工事」
又は「土木一式工事」

分任支出負担行為担当官
近畿財務局神戸財務事務所
長
橋本　博紀
兵庫県神戸市中央区海岸通
２９

令和3年11月10日
株式会社ヒョウ工務店
兵庫県神戸市北区有野町有
野８１３－２

法人番号 1140001023679 一般競争入札 12,168,200円 10,094,700円 82.9% 4

10

今川合同宿舎屋内雑排水管改修等ほ
か１件工事
大阪府大阪市東住吉区西今川３－２
０－１ほか
令和3年12月2日～令和4年3月18日
「管工事」

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年12月1日

大阪ガスリノテック株式会
社
大阪府大阪市中央区備後町
３－３－１５

法人番号 6120001029624 一般競争入札 53,552,743円 44,000,000円 82.1% 7

11

新神戸合同宿舎セキュリティイン
ターホン設備等改修工事
兵庫県神戸市中央区二宮町１－３－
１
令和3年12月3日～令和4年3月22日
「電気工事」又は「電気通信工事」

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年12月2日
旭電設株式会社
大阪府大阪市旭区森小路２
－１－１－２０１

法人番号 1120001000060 一般競争入札 14,591,152円 9,093,700円 62.3% 9

12

神子浜合同宿舎外壁改修等ほか1件工
事
和歌山県田辺市朝日ヶ丘８－２０ほ
か
令和3年12月7日～令和4年3月11日
「建築一式工事」

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年12月6日
有限会社センシュウ
大阪府大阪市此花区高見３
－１８－２１

法人番号 2120102022928
一般競争入札

（総合評価方式）
25,915,687円 22,627,000円 87.3% 6

13

喜連合同宿舎内部改修等（２期）ほ
か１件工事監理業務
大阪府大阪市平野区喜連西１－１５
－１１ほか
「建築士事務所」

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年12月7日
株式会社三輝設計事務所
福井県福井市和田１－４－
１０

法人番号 3210001014388 一般競争入札 1,132,731円 990,000円 87.3% 3

14

神子浜合同宿舎外壁改修等ほか１件
工事監理業務
和歌山県田辺市朝日ヶ丘８－２０ほ
か
「建築士事務所」

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年12月13日

アールイ―マネジメント株
式会社
大阪府大阪市中央区淡路町
３－２－８

法人番号 2120001185727 一般競争入札 2,178,330円 1,683,000円 77.2% 3

15

木ノ本合同宿舎３号棟アルミサッシ
改修工事
大阪府八尾市西木の本４－４－１
令和3年12月24日～令和4年3月22日
「建具工事」

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年12月23日

日本総合住生活株式会社大
阪支社
大阪府大阪市城東区森之宮
１－６－１１１

法人番号 3010001033375 一般競争入札 17,496,208円 9,460,000円 54.0% 3

16

和歌山中部地区合同宿舎住宅用火災
警報器取替工事
和歌山県日高郡美浜町大字吉原字尾
ノ上９８－２ほか
令和3年12月28日～令和4年3月15日
「電気工事」又は「消防施設工事」

分任支出負担行為担当官
近畿財務局和歌山財務事務
所長
木村　由典
和歌山県和歌山市２－３

令和3年12月27日
株式会社岡田電気
大阪府大阪市東成区東今里
２－１１－３０

法人番号 4120001011955 一般競争入札 2,892,730円 2,046,000円 70.7% 6

17

近畿財務局舞鶴出張所屋根防水改修
等工事
京都府舞鶴市字浜３－１
令和3年12月3日～令和4年3月4日
「防水工事」

分任支出負担行為担当官
近畿財務局京都財務事務所
舞鶴出張所長
佐藤　嘉朗
京都府舞鶴市字浜３－１

令和3年12月2日
北川瀝青工業株式会社
石川県金沢市千日町８－３
０

法人番号 5220001002308 一般競争入札 5,654,000円 2,970,000円 52.5% 10
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別記様式３

（部局名：近畿財務局） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

入札
者数

再就職
の役員
の数

備　　考

該当なし

法人番号

契約一覧表（随意契約（公共工事））
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別記様式４

（部局名：近畿財務局） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備考

1

建物収去等に係る強制執行補助業務
(大阪市都島区都島中通)
一式

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年10月18日 
有限会社桑山
兵庫県伊丹市中野東１－２
９８

法人番号 7140002066366 一般競争入札 5,175,500円 3,707,000円 71.6% 2

2
令和３年度管内合同宿舎草刈・樹木
伐採等業務
一式

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年10月27日 

株式会社ダーチャコンセプ
ト
大阪府大阪市住吉区我孫子
３－８－７

法人番号 2120001168475 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

＠44円ほか － 12

単価契約
予定調達総額 
3,836,195円

3

大津びわ湖合同庁舎で使用する電気
の調達
滋賀県大津市京町３－１－１

1,310,000kWh

分任支出負担行為担当官
近畿財務局大津財務事務所
長
谷上　弘
滋賀県大津市京町３－１－
１
ほか９官署

令和3年10月26日 
関西電力株式会社
大阪府大阪市北区中之島３
－６－１６

法人番号 3120001059632 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

月額基本料金
@1,264.10円/kw

従量料金
@9.21円/kwhほか

－ 2

単価契約
予定調達総額 
21,204,684円
分担契約
分担予定額975,415
円

4
乗用自動車（ミニバンタイプ：神戸
財務事務所）の交換購入
1台

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年11月2日 

ネッツトヨタゾナ神戸株式
会社
兵庫県神戸市中央区磯辺通
４－２－１２

法人番号 3140001013736
一般競争入札

（総合評価方式）
3,148,855円 2,960,827円 94.0% 2

5
旧和歌山財務事務所土壌汚染詳細調
査（フェーズ３：深度）業務
一式

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年11月4日 
株式会社KGS
大阪府堺市中区深井清水町
３７６１

法人番号 1120101001446 一般競争入札 2,673,000円 2,145,000円 80.2% 1

6
国有地の境界確定測量等業務（春日
合同宿舎）
一式

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年11月15日 

土地家屋調査士法人岡田登
記測量設計
大阪府大阪市中央区谷町２
－３－８

法人番号 8120005020668 一般競争入札 2,966,265円 2,966,265円 100.0% 1

7
旧真田山陸軍墓地（納骨堂）内の骨
壺等運搬業務
一式

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年11月25日 
公益財団法人元興寺文化財
研究所
奈良県奈良市中院町１１

法人番号 8150005000782 一般競争入札 40,682,070円 40,040,000円 98.4% 1

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号
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（部局名：近畿財務局） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

備考法人番号

8
京都第２地方合同庁舎直流電源装置
蓄電池取替業務
一式

分任支出負担行為担当官
近畿財務局京都財務事務所
長
川　聡

京都府京都市左京区丸太町
川端東入ル東丸太町３４－
１２

令和3年11月1日 
古河電池株式会社関西支社
大阪府大阪市中央区瓦町４
－２－１４

法人番号 7020001010527 一般競争入札
3,852,200円

(A)
465,339円

25.6%
(B/A×
100)

11

分担契約
契約総額 990,000円
(B)

9
和歌山地方合同庁舎電話交換機用
バッテリー交換業務
一式

分任支出負担行為担当官
近畿財務局和歌山財務事務
所長
木村　由典
和歌山県和歌山市２－３

令和3年11月11日 
東通ネットワーク株式会社
東京都中央区築地２－１１
－２６

法人番号 6010001092261 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

16,333円 － 4
分担契約
契約総額 693,000円

10

事務用机及びタイルカーペット等購
入等業務（大阪合同庁舎第４号館９
階北側及び東側）
引出型ワゴン　ほか41品目

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手前
４－１－７６

令和3年12月10日 
株式会社メーベル
大阪府大阪市旭区中宮１－
１－２５

法人番号 3120001001214 一般競争入札 47,800,280円 44,880,000円 93.8% 5

11
奈良合同庁舎で使用するガスの調達
業務
24,420立方ﾒｰﾄﾙ

分任支出負担行為担当官
近畿財務局奈良財務事務所
長
小林　基裕
奈良県奈良市登大路町８１
ほか２官署

令和3年12月9日 
関西電力株式会社
大阪府大阪市北区中之島３
－６－１６

法人番号 3120001059632 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

基本料金6,673.44
円/立方ﾒｰﾄﾙほか
従量料金115.27円
/立方ﾒｰﾄﾙほか

－ 1

単価契約
予定調達総額 
1,995,346円
分担契約
分担予定額338,808
円
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別記様式５

（部局名：近畿財務局） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職
の役員
の数

備　　考

1

大阪合同庁舎第２・４号館特別
管理産業廃棄物（高濃度PCB廃
棄物）処分業務
一式

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手
前４－１－７６

令和3年11月24日

中間貯蔵・環境安全事業株
式会社
北九州ＰＣＢ処理事業所
福岡県北九州市若松区響町
１－６２－２４

法人番号 2010401053420

本件業務を履行可能な者が契約相手方以外に
存在しないことから会計法第29条の3第4項に
該当するため
(根拠区分：イ（イ）)

81,382,224円
(A)

6,607,594円
100.0%
(B/A×
100)

0

分担契約
契約総額 
81,382,224
円(B)

2

令和4年公認会計士試験第１回
短答式試験会場の賃貸借
令和3年12月11日～令和3年12月
12日

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手
前４－１－７６

令和3年11月24日
株式会社関大パンセ
大阪府吹田市山手町３－３
－３５

法人番号 7120901031595

公認会計士試験の試験会場賃貸借契約につい
て公募を実施したものの、応募者がなかった
ため、当局の条件を満たす相手方を選定した
ものであり、契約価格の競争による契約相手
方の選定を許さず、会計法第29条の3第4項に
該当するため

2,780,115円 2,780,115円 100.0% 0

3
令和３年度特別管理産業廃棄物
（高濃度PCB廃棄物）処分業務
一式

支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長
山口　清光
大阪府大阪市中央区大手
前４－１－７６

令和3年11月26日

中間貯蔵・環境安全事業株
式会社
北九州ＰＣＢ処理事業所
福岡県北九州市若松区響町
１－６２－２４

法人番号 2010401053420

本件業務を履行可能な者が契約相手方以外に
存在しないことから会計法第29条の3第4項に
該当するため
(根拠区分：イ（イ）)

51,446,472円 51,446,472円 100.0% 0

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

法人番号
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別記様式６

（部局名：近畿財務局）

公共工事の名称、場所、機関及び種別
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募

又は不落・不調の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

(応募)
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

1
旧和歌山財務事務所土壌汚染詳細
調査（フェーズ３：深度）業務
一式

令和3年11月4日
株式会社KGS
大阪府堺市中区深井
清水町３７６１

法人番号 1120101001446 一般競争入札 2,673,000円 2,145,000円 80.2% 1

・令和元・2・3年度一般競争（指名競争）参加資格（物品製造等）（全省庁
統一資格）において、資格の種類が「役務の提供等」であり、営業品目が
「調査・研究」に登録のある者であって、「Ｃ」又は「Ｄ」等級に格付けさ
れ、近畿地域の資格を有する者であること。

2
国有地の境界確定測量等業務（春
日合同宿舎）
一式

令和3年11月15日

土地家屋調査士法人
岡田登記測量設計
大阪府大阪市中央区
谷町２－３－８

法人番号 8120005020668 一般競争入札 2,966,265円 2,966,265円 100.0% 1
・令和3・4年度財務省近畿地区競争参加資格審査において、業種区分が「土
地家屋調査士」であって、「Ｃ」等級に格付けされている者で、責任を持っ
て業務を完成できる者であること。

3
旧真田山陸軍墓地（納骨堂）内の
骨壺等運搬業務
一式

令和3年11月25日

公益財団法人元興寺
文化財研究所
奈良県奈良市中院町
１１

法人番号 8150005000782 一般競争入札 40,682,070円 40,040,000円 98.4% 1

・令和元・2・3年度一般競争（指名競争）参加資格（物品製造等）（全省庁
統一資格）において、資格の種類が「役務の提供等」であり、営業品目が
「その他」に登録のある者であって、「A、B、Ｃ又はＤ」等級に格付けさ
れ、近畿地域の資格を有する者、又は、入札書の受領期限までに競争参加資
格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であること。

4
奈良合同庁舎で使用するガスの調
達業務
24,420立方ﾒｰﾄﾙ

令和3年12月9日
関西電力株式会社
大阪府大阪市北区中
之島３－６－１６

法人番号 3120001059632 一般競争入札

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表

しない

基本料金
6,673.44円/立
方ﾒｰﾄﾙほか
従量料金

115.27円/立方
ﾒｰﾄﾙほか

－ 1

・令和元・2・3年度一般競争（指名競争）参加資格（物品製造等）（全省庁
統一資格）において、資格の種類が「物品の製造」又は「物品の販売」であ
り、営業品目が「燃料類」に登録のある者であって、「A」、「B」、「C」
又は「D」等級に格付けされ、近畿地域の資格を有する者であること。
・ガス事業法第3条の規定に基づき、ガス小売事業者として登録を受けてい
る者であること。

法人番号

（審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）
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別記様式１

総契約件数 件 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 件 件

②　随意契約（公共工事） 件 件

③　競争入札（物品役務等） 件 件

④　随意契約（物品役務等） 件 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 件

（内訳）

　一般競争入札方式 件

　企画競争方式　 件

　公募方式 件

　不落・不調随意契約方式　 件

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。 

4 1

3

2

0

1

0

7 0

0 0

6 2

17 3

契 約 一 覧 表 総 括 表

区 分 件 数 うち応札（応募）業者数１者 備 考

（部局名： 大阪税関） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）
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別記様式２

（部局名： 大阪税関） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

1

関西国際空港CIQ合同庁舎照明器具更新
工事
一式
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１
令和3年10月11日～令和4年3月31日
電気工事

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１
０－３
ほか４官署

令和3年10月11日
藤井電機株式会社
兵庫県朝来市山東町末歳７
０５－１

法人番号 3140001046884 ①一般競争入札 65,529,726円 13,005,326円 48.6% 8
分担契約
契約総額31,900,000円

2

福井春山合同庁舎直流電源装置修繕工
事
一式
福井県福井市春山１－１－５４
令和3年10月16日～令和4年3月15日
電気工事

支出負担行為担当官代理
大阪税関総務部次長
宮本　浩司
大阪府大阪市港区築港４－１
０－３
ほか１０官署

令和3年10月15日
三崎屋電工株式会社
福井県福井市大森町第４０
－５－２

法人番号 3210001003770 ①一般競争入札
他官署で調達手続きを
実施のため

261,800円 － -
分担契約
契約総額18,700,000円

3

京都第2地方合同庁舎直流電源装置蓄電
池取替業務
一式
京都府京都市左京区丸太町川端東入ル
東丸太町３４－１２
令和3年11月2日～令和4年2月28日

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１
０－３
ほか4庁舎

令和3年11月1日
古河電池株式会社
大阪府大阪市中央区瓦町４
－２－１４

法人番号 7020001010527 ①一般競争入札
他官署で調達手続きを
実施のため

166,518円 － -
分担契約
契約総額990,000円

4

南港出張所照明器具更新工事
一式
大阪府大阪市住之江区南港東７－１－
４１
令和3年11月19日～令和4年3月31日

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１
０－３

令和3年11月19日
板倉通信株式会社
兵庫県尼崎市東七松町１－
１－１０

法人番号 5140001047682 ①一般競争入札 19,193,461円 9,210,190円 47.9% 16

5

監視部庁舎8時間系統クーリングタワー
更新工事
一式
大阪府大阪市港区海岸通2－1－4
令和3年12月9日～令和4年3月31日

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１
０－３

令和3年12月9日
株式会社八尾工業所
大阪府八尾市東山本新町９
－１２－１

法人番号 2122001023107 ①一般競争入札 6,837,446円 4,730,000円 69.1% 4

6

監視部庁舎温水ヒーター更新工事
一式
大阪府大阪市港区海岸通2－1－4
令和3年12月17日～令和4年3月31日

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１
０－３

令和3年12月17日
株式会社八尾工業所
大阪府八尾市東山本新町９
－１２－１

法人番号 2122001023107 ①一般競争入札 9,618,900円 6,820,000円 70.9% 3

7

大阪税関６階ＤＦ室改修工事
一式
大阪府大阪市港区築港4－10－3
令和3年12月21日～令和4年3月31日

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１
０－３

令和3年12月21日
有限会社宮岡建築工業
大阪府大阪市東淀川区豊新
４－４－１３

法人番号 5120002069199 ①一般競争入札 14,733,780円 8,580,000円 58.2% 3

（注１）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（競争入札（公共工事））

法人番号
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別記様式３

（部局名： 大阪税関） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別 契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

(企画競争又は公募)
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の役員の数 備　　考

（注１）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注２）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
（注３）予算決算及び会計令第99条の２又は第99条の３の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
（注４）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（随意契約（公共工事））

法人番号

該当なし
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別記様式４

（部局名： 大阪税関） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

1
アイソレーションガウン（不
織布）の購入　26,000枚

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１０－３

令和3年10月7日
万達株式会社
東京都豊島区北大塚３－６
－４

法人番号 7013301041630 一般競争入札 5,192,000円 1,687,400円 32.5% 16

2 令和3年度暖房用灯油の購入

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１０－３

令和3年11月15日
冨尾石油株式会社
大阪府和泉市阪本町２６８
－１

法人番号 5120101041728 一般競争入札 2,612,225円 ＠89.5円／Ｌ 86.6% 2

単価契約
予定調達総額
2,264,350円

3
X線回折装置用データ処理装置
及びICDDデータベースの調達

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１０－３

令和3年11月30日

株式会社ラボ・ソリュー
ション
大阪府大阪市東住吉区北田
辺３－１４－１

法人番号 1120001191445 一般競争入札 2,794,000円 2,794,000円 100.0% 1

4

複合機の賃貸借及び保守
令和4年3月18日～令和8年3月
31日
モノクロ＠0.957円／枚ほか

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１０－３

令和3年12月16日

富士フイルムビジネスイノ
ベーションジャパン株式会
社
大阪府大阪市中央区今橋２
－５－８

法人番号 1011101015050 一般競争入札 81,175,042円

総価契約分
25,505,394円
単価契約分

＠0.957円／枚ほ
か

67.7% 2

単価契約
予定調達総額
54,966,145円

5

コンテナ検査センターにおけ
る電動ローラーコンベアの調
達
一式

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１０－３

令和3年12月28日
株式会社システムブレイン
北海道札幌市白石区栄町９
-５-８

法人番号 7430001007457 一般競争入札 5,500,000円 5,280,000円 96.0% 1

6
大阪税関監視艇
1隻

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１０－３

令和3年12月20日
株式会社木曽造船
広島県尾道市向東町９０６

法人番号 5240001037995 一般競争入札 525,285,915円 480,700,000円 91.5% 3

（注１）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号
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別記様式５

（部局名： 大阪税関） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

(企画競争又は公募)
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の役員の数 備　　考

1
不正薬物・爆発物探知装置
（TDS）の点検・校正等業務
一式

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１０－３

令和3年11月26日

株式会社日立ハイテクソ
リューションズ関西支店
大阪府大阪市淀川区宮原３－
３－３１

法人番号 3010401035434
①会計法第29条の3第4項（契約
の性質又は目的が競争を許さな
い場合）

7,594,092円
5,896,000

＠24,000円ほか
- 1 -

単価契約
予定調達総額
7,594,092円
一部単価契約

2
埠頭監視カメラシステム（内浦
港）の賃貸借に係るネットワー
ク回線契約

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１０－３

令和3年11月11日
株式会社オプテージ
大阪府大阪市中央区城見２－
１－５

法人番号 9120001062589
①会計法第29条の3第4項（契約
の性質又は目的が競争を許さな
い場合）

2,178,000円 2,178,000円 100.0% 0 -

3

大阪国際郵便局郵便事務室内諸
設備改修工事（分電盤新設工
事）に関する委託契約
一式
大阪府泉南市泉州空港南１
令和3年11月4日～令和4年3月31
日

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１０－３

令和3年11月4日
日本郵便株式会社
東京都千代田区大手町２－３
－１

法人番号 1010001112577
①会計法第29条の3第4項（契約
の性質又は目的が競争を許さな
い場合）

6,776,000円 6,776,000円 100.0% 0 -

4
大阪合同庁舎第2・4号館特別管
理産業廃棄物（高濃度PCB廃棄
物）処理業務  一式

支出負担行為担当官
大阪税関総務部長
郷田　昭仁
大阪府大阪市港区築港４－１０－３
ほか１６官署

令和3年11月24日

中間貯蔵・環境安全事業株式
会社
福岡県北九州市若松区響町１
－６２－２４

法人番号 2010401053420
①会計法第29条の3第4項（契約
の性質又は目的が競争を許さな
い場合）

81,382,224円 815,043円 - 0 -

分担契約
契約総額 81,382,224円
(B)
分担契約

（注１）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注２）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
（注３）予算決算及び会計令第99条の２又は第99条の３の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
　　　　企画競争又は公募を行った場合には、提案者数又は応募者数を応札者数欄に記載する。
（注４）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

法人番号

-5



別記様式６

（部局名： 大阪税関） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、機関及び種別 又
は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募

又は不落・不調の別

予定価格 契約金額 落札率
応札
(応募)
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

1
X線回折装置用データ処理装置及び
ICDDデータベースの調達

令和3年11月30日

株式会社ラボ・ソ
リューション
大阪府大阪市東住吉区
北田辺３－１４－１

法人番号 1120001191445 一般競争入札 2,794,000円 2,794,000円 100.0% 1

資格区分：物品の販売
資格等級：Ｃ又はＤ
参加地域：近畿地域
※令和元・2・3（平成31・32・33）年度財
務省競争参加資格

2
コンテナ検査センターにおける電
動ローラーコンベアの調達
一式

令和3年12月28日

株式会社システムブレ
イン
北海道札幌市白石区栄
町９-５-８

法人番号 7430001007457 一般競争入札 5,500,000円 5,280,000円 96.0% 1

資格区分：物品の製造又は物品の販売
資格等級：Ｂ，Ｃ又はＤ
参加地域：近畿地域
※令和元・2・3（平成31・32・33）年度財
務省競争参加資格

3
不正薬物・爆発物探知装置（TDS）
の点検・校正等業務
一式

令和3年11月26日

株式会社日立ハイテク
ソリューションズ関西
支店
大阪府大阪市淀川区宮
原３－３－３１

法人番号 3010401035434 公募 7,594,092円
5,896,000

＠24,000円ほか
100.0% 1

令和元・2・3（平成31・32・33）年度財務
省競争参加資格を有する者
※資格区分、等級及び参加地域の設定な
し。

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

法人番号
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別記様式１

総契約件数 件 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 件 件

②　随意契約（公共工事） 件 件

③　競争入札（物品役務等） 件 件

④　随意契約（物品役務等） 件 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 件

（内訳）

　一般競争入札方式 件

　企画競争方式　 件

　公募方式 件

　不落・不調随意契約方式　 件

13 3

契 約 一 覧 表 総 括 表

区 分 件 数 うち応札（応募）業者数１者 備 考

（部局名：神戸税関） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

3 0

0 0

8 1

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。 

2 2

3

1

0

2

0
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別記様式２

（部局名：神戸税関） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

1

竹原税務署丸子山宿舎公共下水道接続
等工事
広島県竹原市竹原町字多井二の割2495-
66
令和3年11月5日～令和4年3月18日
建築一式工事

支出負担行為担当官
神戸税関総務部長
望月　光弘
兵庫県神戸市中央区新港町１２－
１
ほか２官署

令和3年11月4日
株式会社馬場工務店
岡山県岡山市南区浜野２
－５－４５

法人番号 9260001022050 一般競争入札
4,696,120円

(A)
161,920円

62.0%
(B/A×
100)

他官署で調
達手続きを
実施のため

分担契約
契約総額 2,915,000
円(B)

2

岡山空港ＣＩＱ施設トイレ衛生器具ほ
か改修工事
岡山県岡山市北区日応寺1277
令和3年12月3日～令和4年3月31日
建築一式工事

支出負担行為担当官
神戸税関総務部長
望月　光弘
兵庫県神戸市中央区新港町１２－
１
ほか４官署

令和3年12月3日
株式会社風早
岡山県総社市真壁１２３
－３

法人番号 9260001015847 一般競争入札
5,373,500円

(A)
1,588,392円

41.8%
(B/A×
100)

2

分担契約
契約総額 2,247,300
円(B)

3

神戸税関麻薬探知犬広島管理センター
外壁明装工事
広島県三原市本郷町善入寺94-4
令和3年12月27日～令和4年3月31日
建築一式工事

支出負担行為担当官
神戸税関総務部長
望月　光弘
兵庫県神戸市中央区新港町１２－
１

令和3年12月27日
有限会社金本建築事務所
広島県広島市安佐北区可
部南２－３－３３－１

法人番号 6240002023176 一般競争入札 3,520,000円 2,959,000円 84.0% 7

（注１）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（競争入札（公共工事））

法人番号
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別記様式３

（部局名：神戸税関） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

(企画競争又は公募)
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

（注１）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注２）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
（注３）予算決算及び会計令第99条の２又は第99条の３の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
（注４）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（随意契約（公共工事））

法人番号

該当なし
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別記様式４

（部局名：神戸税関） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

1
監視艇「しらさぎ」定期検査修繕
工事
一式

支出負担行為担当官
神戸税関総務部長
望月　光弘
兵庫県神戸市中央区新港町１２
－１

令和3年10月15日
鹿瀬造船株式会社
兵庫県神戸市兵庫区七宮町
１－６－１７

法人番号 3140001013216 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

5,813,500円 － 2

2
監視艇「しらさぎ」主機関定期検
査修繕工事
一式

支出負担行為担当官
神戸税関総務部長
望月　光弘
兵庫県神戸市中央区新港町１２
－１

令和3年10月15日
株式会社大東工作所
兵庫県神戸市兵庫区出在家
町２－６－２

法人番号 2140001013472 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

42,350,000円 － 2

3

神戸海上保安部新港第1突堤船艇
基地ほか18箇所で使用する電気
（高圧）
3,420,750KWH
令和4年1月1日～令和4年12月31日

支出負担行為担当官
神戸税関総務部長
望月　光弘
兵庫県神戸市中央区新港町１２
－１
ほか７官署

令和3年10月29日

大和ハウス工業株式会社岡
山支社
岡山県岡山市北区野田４－
６－１０

法人番号 6120001059662 一般競争入札
他官署で調達手続
きを実施のため

@11.24円ほか － －

単価契約
予定調達総額
58,190,005円
分担契約
分担予定額65,659円

4
神戸税関広報展示室の改修
一式

支出負担行為担当官
神戸税関総務部長
望月　光弘
兵庫県神戸市中央区新港町１２
－１

令和3年11月12日
株式会社ノムラデュオ
東京都港区台場２－３－５

法人番号 1010601035186 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

17,160,000円 － 4

5
監視艇「おき」維持修繕工事
一式

支出負担行為担当官
神戸税関総務部長
望月　光弘
兵庫県神戸市中央区新港町１２
－１

令和3年11月10日
美保船渠造船有限会社
島根県松江市美保関町森山
７６８

法人番号 8280002002760 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

2,970,000円 － 1

6

分析機器4種類（振動式密度計・
燃焼法窒素/タンパク質分析装
置・水素発生装置・フーリエ変換
赤外分光分析装置）の購入
フーリエ変換赤外分光分析装置1
台　ほか3品目

支出負担行為担当官
神戸税関総務部長
望月　光弘
兵庫県神戸市中央区新港町１２
－１

令和3年12月20日
株式会社池田理化
東京都千代田区鍛冶町１－
８－６

法人番号 3010001010696 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

32,918,600円 － 2

7
神戸税関本関における電話交換機
更新
一式

支出負担行為担当官代理
神戸税関総務部次長
奥　隆浩
兵庫県神戸市中央区新港町１２
－１

令和3年12月24日
難波電話電気工業株式会社
兵庫県神戸市須磨区月見山
本町１－８－２

法人番号 7140001017766 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

12,650,000円 － 3

8
建築設備点検業務委託（本関地
区）
一式

支出負担行為担当官
神戸税関総務部長
望月　光弘
兵庫県神戸市中央区新港町１２
－１

令和3年12月7日
株式会社ＲｅＲ
和歌山県和歌山市八番丁９
パーク県信ビル７０１

法人番号 2170001013866 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

1,419,000円 － 6

（注１）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号
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別記様式５

（部局名：神戸税関） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

(企画競争又は公募)
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の役員
の数

備　　考

1

放射性物質検知装置（東芝電
力放射線テクノサービス社
製）の点検及び校正等
一式

支出負担行為担当官
神戸税関総務部長
望月　光弘
兵庫県神戸市中央区新港町１２－
１

令和3年10月25日

東芝電力放射線テクノ
サービス株式会社
神奈川県横浜市磯子区新
杉田町８

法人番号 3020001036162

公募を実施した結果、応募
者が無かったため、業務履
行可能な者が左記法人しか
なく、競争を許さないこと
から会計法第29条の3第4項
に該当するため

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

10,021,000円 － 1

2
移動式官署車（広島税関支
署）の修繕
一式

支出負担行為担当官
神戸税関総務部長
望月　光弘
兵庫県神戸市中央区新港町１２－
１

令和3年11月24日
株式会社ナッツ
福岡県遠賀郡遠賀町尾崎
１７０４－３

法人番号 2290801011223

公募を実施した結果、応募
者が無かったため、業務履
行可能な者が左記法人しか
なく、競争を許さないこと
から会計法第29条の3第4項
に該当するため

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

2,064,480円 － 1

（注１）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注２）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
（注３）予算決算及び会計令第99条の２又は第99条の３の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
　　　　企画競争又は公募を行った場合には、提案者数又は応募者数を応札者数欄に記載する。
（注４）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

法人番号
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別記様式６

（部局名：神戸税関） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、機関及び種別又
は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募

又は不落・不調の別

予定価格 契約金額 落札率
応札
(応募)
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

1 監視艇「おき」維持修繕工事一式 令和3年11月10日
美保船渠造船有限会社
島根県松江市美保関町
森山７６８

法人番号 8280002002760 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

2,970,000円 － 1

資格区分：役務の提供等
営業品目：船舶整備
資格等級：C又はD
参加地域：中国地域
※令和元・2・3年度財務省競争参加資格

2
放射性物質検知装置（東芝電力放
射線テクノサービス社製）の点検
及び校正等一式

令和3年10月25日

東芝電力放射線テクノ
サービス株式会社
神奈川県横浜市磯子区
新杉田町８

法人番号 3020001036162 公募

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

10,021,000円 － 1

資格区分：役務の提供等
資格等級：A、B、C又はD
参加地域：近畿地域又は中国地域
※令和元・2・3年度財務省競争参加資格

3
移動式官署車（広島税関支署）の
修繕一式

令和3年11月24日
株式会社ナッツ
福岡県遠賀郡遠賀町尾
崎１７０４－３

法人番号 2290801011223 公募

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

2,064,480円 － 1

資格区分：役務の提供等
資格等級：A、B、C又はD
参加地域：近畿地域又は中国地域
※令和元・2・3年度財務省競争参加資格

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

法人番号
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別記様式１

総契約件数 件 件

（内訳）

①　競争入札（公共工事） 件 件

②　随意契約（公共工事） 件 件

③　競争入札（物品役務等） 件 件

④　随意契約（物品役務等） 件 件

応札（応募）業者数１者総契約件数 件

（内訳）

　一般競争入札方式 件

　企画競争方式　 件

　公募方式 件

　不落・不調随意契約方式　 件

110 47

契 約 一 覧 表 総 括 表

区 分 件 数 うち応札（応募）業者数１者 備 考

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

7 0

0 0

70 22

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。 

33 25

47

22

0

20

5
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別記様式２

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

1

大阪合同庁舎第三号館空調制御盤更新
工事
大阪市中央区大手前１－５－６３
令和3年11月2日～令和4年3月28日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５
－６３

令和3年11月2日
株式会社鐵興
大阪府大阪市北区同心２
－１１－１９－５０３

法人番号 8120001020861 一般競争入札
19,365,500円

(A)
9,423,272円

49.0%
(B/A×
100)

7

分担契約
契約総額
9,489,700円(B)

2

天王寺合同庁舎受変電設備更新その他
工事
大阪市天王寺区六万体町１－２７
令和3年11月2日～令和4年3月28日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５
－６３

令和3年11月2日
株式会社鐵興
大阪府大阪市北区同心２
－１１－１９－５０３

法人番号 8120001020861 一般競争入札
14,808,200円

(A)
6,777,408円

71.5%
(B/A×
100)

9

分担契約
契約総額
10,589,700円(B)

3

宇治税務署１階事務室空調設備改修工
事
宇治市大久保町井ノ尻６０－３
令和3年11月29日～令和4年3月28日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５
－６３

令和3年11月29日
株式会社関西空調
京都府京都市右京区梅津
堤下町７

法人番号 5130001002283 一般競争入札 9,830,700円 8,855,000円 90.0% 7

4

上京及び天王寺税務署空調設備改修そ
の他工事設計業務委託
上京税務署　京都府京都市上京区一条
通西洞院東入元真如堂町３５８　ほか
令和3年12月13日～令和4年3月28日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本 智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５
－６３

令和3年12月13日

株式会社ビルディング・
コンサルタントワイズ
滋賀県大津市におの浜３
丁目４番４８号

法人番号 4160001001647 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

4,631,000円 － 2

5

西淀川及び東淀川税務署空調設備改修
その他工事設計業務委託
西淀川税務署　大阪府大阪市西淀川区
野里３－３－３　ほか
令和3年12月13日～令和4年3月28日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本 智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５
－６３

令和3年12月13日
株式会社和設計
大阪府交野市南星台５－
５－２

法人番号 7120001166425 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

6,160,000円 － 2

6

長田及び明石税務署空調設備改修その
他工事設計業務委託
長田税務署　兵庫県神戸市長田区御船
通１－４　ほか
令和3年12月13日～令和4年3月28日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本 智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５
－６３

令和3年12月13日
株式会社和設計
大阪府交野市南星台５－
５－２

法人番号 7120001166425 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

5,940,000円 － 2

7

北及び吉野税務署空調設備改修その他
工事設計業務委託
大阪府大阪市北区南扇町７－１３　ほ
か
令和3年12月13日～令和4年3月28日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本 智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５
－６３

令和3年12月13日
株式会社和設計
大阪府交野市南星台５－
５－２

法人番号 7120001166425 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

6,160,000円 － 2

（注１）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（競争入札（公共工事））

法人番号
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別記様式３

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

(企画競争又は公募)
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の役員の数 備　　考

（注１）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注２）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
（注３）予算決算及び会計令第99条の２又は第99条の３の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
（注４）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（随意契約（公共工事））

法人番号

該当なし
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別記様式４

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

1
外部委託研修（区分１）
２名

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月4日

クオリティネット株式会
社
東京都千代田区東神田２
－４－６

法人番号 7011101029722 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

1,097,800円 － 1

2
外部委託研修（区分2）
２名

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月4日

クオリティネット株式会
社
東京都千代田区東神田２
－４－６

法人番号 7011101029722 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

1,650,000円 － 1

3

令和３年分個人関係申告書
用紙等の封入業務（第１グ
ループ）
所得税申告書単独封入
78,830件ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月7日
株式会社グロップ
岡山県岡山市中区さい東
町２－２－５

法人番号 6260001002220 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@20.9円ほか － 3

単価契約
予定調達総額
1,858,395円

4

令和３年分個人関係申告書
用紙等の封入業務（第２グ
ループ）
所得税申告書単独封入
80,535件ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月7日
データゾーン株式会社
大阪府寝屋川市点野２－
１２－１４

法人番号 8120001152903 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@19.8円ほか － 3

単価契約
予定調達総額
1,772,243円

5

令和３年分個人関係申告書
用紙等の封入業務（第３グ
ループ）
所得税申告書単独封入
83,255件ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月7日

株式会社プリント・キャ
リー
大阪府東大阪市荒本北２
－６－２１

法人番号 1122001006723 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@20.9円ほか － 2

単価契約
予定調達総額
1,924,910円

6

令和３年分個人関係申告書
用紙等の封入業務（第４グ
ループ）
所得税申告書単独封入
77,449件ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月7日

株式会社プリント・キャ
リー
大阪府東大阪市荒本北２
－６－２１

法人番号 1122001006723 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@20.9円ほか － 3

単価契約
予定調達総額
1,784,943円

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号
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別記様式４

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号

7

令和３年分個人関係申告書
用紙等の封入業務（第５グ
ループ）
所得税申告書単独封入
79,515件ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月7日
株式会社グロップ
岡山県岡山市中区さい東
町２－２－５

法人番号 6260001002220 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@20.9円ほか － 3

単価契約
予定調達総額
1,828,183円

8

令和３年分個人関係申告書
用紙等の封入業務（第６グ
ループ）
所得税申告書単独封入
74,228件ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月7日

株式会社プリント・キャ
リー
大阪府東大阪市荒本北２
－６－２１

法人番号 1122001006723 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@20.9円ほか － 4

単価契約
予定調達総額
1,743,937円

9

令和３年分個人関係申告書
用紙等の封入業務（第７グ
ループ）
所得税申告書単独封入
92,913件ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月7日
株式会社グロップ
岡山県岡山市中区さい東
町２－２－５

法人番号 6260001002220 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@20.9円ほか － 3

単価契約
予定調達総額
2,188,787円

10

確定申告コールセンターに
おけるオペレーター業務委
託
一式

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月13日

ギグワークスアドバ
リュー株式会社
東京都港区虎ノ門２－１
０－１

法人番号 6011101041281 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

93,521,384円 － 6

11

「ＧＩ大阪」スタートアッ
プ支援イベントの開催に係
る運営関係業務
一式

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月25日
株式会社神戸新聞事業社
神戸市中央区東川崎町1-
5-7

法人番号 2140001012020 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

4,620,000円 － 3

12

編てつ用クラフトファイル
等の購入
クラフトファイル56,100冊
ほか１品目

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月27日
株式会社イノウエ商事
大阪府泉大津市我孫子２
－４－２０

法人番号 9120101042177 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

2,822,050円 － 3
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別記様式４

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号

13
業務用自動車の交換業務
小型乗用自動車１台

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月27日
日産大阪販売株式会社
大阪府大阪市西区南堀江
３－１４－２２

法人番号 6120001113923
一般競争入札

（総合評価方式）

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

2,954,341円 － 1

14
感染症対策物品の購入（区
分１）
ＣＯ２センサー　806台

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年11月10日
石元商事株式会社
大阪府大阪市都島区中野
町１－７－２０

法人番号 9120001074460 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

4,397,536円 － 8

15
感染症対策物品の購入（区
分２）
サーキュレーター　795台

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年11月10日
株式会社イノウエ商事
大阪府泉大津市我孫子２
－４－２０

法人番号 9120101042177 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

5,987,850円 － 4

16

ガスクロマトグラフ「GC-
2025」及び「Headspace
Sampler TurboMatrix 110」
の整備点検業務　一式

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年11月10日
株式会社岡野製作所
大阪府大阪市中央区平野
２－４－１０

法人番号 8120001076318 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

1,250,700円 － 2

17

令和３年分所得税及び復興
特別所得税並びに消費税及
び地方消費税の確定申告に
係るお知らせ通知書・納付
書等封入業務（Ａグルー
プ）288,682件ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年11月22日
レスター工業株式会社
大阪市中央区糸屋町２－
３－２

法人番号 2120001092320 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

＠21.23円ほか － 1

単価契約
予定調達総額
6,298,218円

18

確定申告コールセンターに
おけるインターネットパソ
コン等の借上げ及び設定業
務
令和４年１月８日～令和４
月３月15日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年11月25日
エイトレント株式会社
大阪府大阪市北区茶屋町
１８－２１

法人番号 6120001061197 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

11,121,000円 － 1
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別記様式４

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号

19

確定申告コールセンターに
おける備品借上げ業務
令和４年１月８日～令和４
月３月15日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年11月25日
株式会社トーガシ
東京都江戸川区臨海町４
－３－１

法人番号 3011701014796 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

4,565,000円 － 2

20
インターネット接続用回線
及びＬＡＮ配線構築業務
一式

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年11月25日

東通ネットワーク株式会
社
東京都中央区築地２－１
１－２６

法人番号 6010001092261 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

2,090,000円 － 3

21

「税についての作文」優秀
作品集の印刷用データの作
成業務
1,128編

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年11月26日

株式会社近畿印刷セン
ター
大阪府柏原市本郷５－６
－２５

法人番号 9122001020881 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

＠1020.8円 － 2

単価契約
予定調達総額
1,151,462円

22
パーティションの購入
パーティション５枚ほか21
品目

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年11月26日
石元商事株式会社
大阪府大阪市都島区中野
町１－７－２０

法人番号 9120001074460 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

10,607,410円 － 4

23
税務相談用パーソナルコン
ピュータの設定等業務
一式

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年11月26日

エヌ・ティ・ティ・デー
タカスタマサービス株式
会社　西日本支社
大阪府大阪市北区堂島３
－１－２１

法人番号 6010601032609 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

19,998,000円 － 1

24

令和３事務年度大阪国税局
保存簿書等のマイクロフィ
ルム作成及びオリジナル
フィルム変退色等検査に係
る業務委託
保存簿書等のマイクロフィ
ルム作成56,955コマほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年11月29日

エイチ・エス写真技術株
式会社
大阪市福島区福島４-８
－１５

法人番号 4120001069192 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

＠50.6円ほか － 1

単価契約
予定調達総額
2,930,323円
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別記様式４

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号

25

令和３年分申告所得税及び
復興特別所得税並びに消費
税及び地方消費税申告書等
随時発送分に係る封入及び
発送代行業務
封入業務　24,971件ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年11月29日
データゾーン株式会社
大阪府寝屋川市点野２－
１２－１４

法人番号 8120001152903 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@170.5円ほか － 1

単価契約
予定調達総額
6,200,962円

26
記載台等の購入
記載台１台ほか23品目

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年11月29日
株式会社メーベル
大阪府大阪市旭区中宮１
－１－２５

法人番号 3120001001214 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

4,175,270円 － 4

27
e-Taxの利用勧奨文に係る印
刷等業務
228,859件

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月1日
有限会社サードパーティ
大阪府大阪市城東区鴫野
西２ー１４ー１６

法人番号 6120002059182 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

＠10.395円 － 3

単価契約
予定調達総額
2,378,988円

28

大阪国税局確定申告用ＷＡ
Ｎクライアントパソコンの
設定業務
一式

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月6日

Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会
社
東京都江東区豊洲５－６
－１５

法人番号 8010601034867 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

1,806,420円 － 1

29
備品等の外部保管及び搬送
業務（第1ブロック）
枚方税務署分61日間ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月8日
株式会社メイセイ物流
大阪府吹田市津雲台７－
２－Ｄ１０２

法人番号 5120001047899 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

2,134,000円
@3,74０円ほか

－ 1

単価契約
予定調達総額
2,582,470円

30
備品等の外部保管及び搬送
業務（第2ブロック）
豊能税務署分59日間ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月8日
株式会社メイセイ物流
大阪府吹田市津雲台７－
２－Ｄ１０２

法人番号 5120001047899 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

2,946,240円
@5,830円ほか

－ 1

単価契約
予定調達総額
3,839,000円
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別記様式４

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号

31
備品等の外部保管及び搬送
業務（第3ブロック）
葛城税務署分55日間ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月8日
株式会社ホウワ
奈良県大和郡山市横田町
５９５－１

法人番号 6150001006100 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

1,153,900円
@4,950円ほか

－ 2

単価契約
予定調達総額
1,525,150円

32
備品等の外部保管及び搬送
業務（第4ブロック）
葛城税務署分71日間ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月8日
株式会社メイセイ物流
大阪府吹田市津雲台７－
２－Ｄ１０２

法人番号 5120001047899 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

1,639,660円
@3,741円ほか

－ 1

単価契約
予定調達総額
2,090,000円

33

令和3年分確定申告会場備品
の借上げ（第1ブロック）
令和4年1月28日～令和4月3
月31日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月10日
エイトレント株式会社
大阪府大阪市北区茶屋町
１８－２１

法人番号 6120001061197 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

6,245,686
＠64.9円ほか

－ 2

単価契約
予定調達総額
19,580,000円

34

令和3年分確定申告会場備品
の借上げ（第2ブロック）
令和4年1月29日～令和4月3
月31日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月10日
エイトレント株式会社
大阪府大阪市北区茶屋町
１８－２１

法人番号 6120001061197 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

7,576,732
@42.9円ほか

－ 2

単価契約
予定調達総額
27,280,000円

35

令和3年分確定申告会場備品
の借上げ（第3ブロック）
令和4年1月24日～令和4月3
月31日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月10日
エイトレント株式会社
大阪府大阪市北区茶屋町
１８－２１

法人番号 6120001061197 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

7,648,406
@40.7円ほか

－ 2

単価契約
予定調達総額
28,490,000円

36

令和3年分確定申告会場備品
の借上げ（第4ブロック）
令和4年1月31日～令和4月3
月31日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月10日
エイトレント株式会社
大阪府大阪市北区茶屋町
１８－２１

法人番号 6120001061197 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

3,013,062
@38.5円ほか

－ 2

単価契約
予定調達総額
9,460,000円
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別記様式４

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号

37

令和3年分確定申告会場備品
の借上げ（第5ブロック）
令和4年1月17日～令和4月3
月31日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月10日

山王スペース＆レンタル
株式会社
東京都中央区銀座３－１
０－６

法人番号 7010001009719 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

9,121,127
@46.2円ほか

－ 2

単価契約
予定調達総額
25,630,000円

38

令和3年分確定申告会場備品
の借上げ（第6ブロック）
令和4年1月28日～令和４月3
月31日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月10日
エイトレント株式会社
大阪府大阪市北区茶屋町
１８－２１

法人番号 6120001061197 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

3,432,898
@37.4円ほか

－ 2

単価契約
予定調達総額
12,980,000円

39

令和3年分確定申告会場備品
の借上げ（第7ブロック）
令和4年1月24日～令和4月3
月31日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月10日
エイトレント株式会社
大阪府大阪市北区茶屋町
１８－２１

法人番号 6120001061197 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

3,370,013
@61.6円ほか

－ 2

単価契約
予定調達総額
14,080,000円

40

舞鶴税務署、三木税務署及
び和田山税務署のレイアウ
ト変更に伴う備品移設及び
ＬＡＮ配線敷設業務
一式

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月13日
株式会社アキラ
大阪市阿倍野区昭和町２
－１３－２

法人番号 4120001004661 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

2,013,000円 － 1

41
受付管理システム付属機器
の借上げ
一式

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月13日

株式会社トータルオフィ
スネットワーク
福岡県福岡市中央区薬院
３－１４－２４

法人番号 6290001029178 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

2,165,379円 － 2

42

アルコール除菌シートの購
入
30枚入5,642袋ほか1品目

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月13日
竹野株式会社
大阪府東大阪市長田中２
－３－１８

法人番号 9122001004397 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

4,399,674円 － 5
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別記様式４

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号

43

令和３年分確定申告期にお
けるポスター等掲出業務(第
１グループ)
令和3年12月15日から令和4
年3月15日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月15日
株式会社近宣　大阪支社
大阪府大阪市北区西天満
６－２－１７

法人番号 8120001063233 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

3,565,947円 － 5

44

令和３年分確定申告期にお
けるポスター等掲出業務(第
２グループ)
令和3年12月15日から令和4
年3月15日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本 智史　ほか７官署
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月15日
株式会社近宣　大阪支社
大阪府大阪市北区西天満
６－２－１７

法人番号 8120001063233 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

2,441,307円 － 4

45

令和３年分確定申告期にお
けるポスター等掲出業務(第
３グループ)
令和3年12月15日から令和4
年3月15日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月15日
神姫クリエイト株式会社
兵庫県姫路市北条５０７

法人番号 6140001059272 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

675,532円 － 1

46

確定申告コールセンター等
における通信回線サービス
業務委託
一式

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月17日
西日本電信電話株式会社
大阪府大阪市中央区馬場
町３－１５

法人番号 7120001077523 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

1,883,530円 － 1

47
令和３年分確定申告関係諸
用紙等の搬送等業務
一式

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月20日
アシストライン株式会社
大阪府東大阪市吉原２－
６－11

法人番号 6122001027401 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

1,089,000円 － 2

48

酒税関係書類の発送に係る
発送用封筒等の作成、封
入、発送等業務
24,500件

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月20日
データゾーン株式会社
大阪府寝屋川市点野２ー
１２ー１４

法人番号 8120001152903 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@96.25円ほか － 1

単価契約
予定調達総額
2,358,125円
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別記様式４

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号

49

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分３）
有資格者以外の警備員867.5
時間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日

株式会社テクノス総合メ
ンテナンスサービス
滋賀県草津市若竹町８－
３８

法人番号 8160001013671 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@2,024円 － 1

単価契約
予定調達総額
1,755,820円

50

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分４）
有資格者以外の警備員1,891
時間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日

株式会社ＫＳＰ・ＷＥＳ
Ｔ
東京都千代田区岩本町１
－３－８国際岩本ビル６
Ｆ

法人番号 3011101004398 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@1,870円 － 2

単価契約
予定調達総額
3,536,170円

51

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分５）
有資格者以外の警備員1,343
時間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日
株式会社ＫＭＫ'Ｓ
大阪府豊中市名神口１－
１４－６

法人番号 4120901027456 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@2,024円 － 3

単価契約
予定調達総額
2,718,232円

52

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分６）
有資格者以外の警備員930時
間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日

株式会社ＫＳＰ・ＷＥＳ
Ｔ
東京都千代田区岩本町１
－３－８国際岩本ビル６
Ｆ

法人番号 3011101004398 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@2,035円 － 4

単価契約
予定調達総額
1,892,550円

53

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分７）
有資格者以外の警備員2,797
時間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日
株式会社ＫＭＫ'Ｓ
大阪府豊中市名神口１－
１４－６

法人番号 4120901027456 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@1,947円 － 2

単価契約
予定調達総額
5,445,759円

54

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分９）
有資格者以外の警備員998時
間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日

ハウセック株式会社
大阪府大阪市淀川区西中
島４－２－２１新御堂筋
ビル２Ｆ

法人番号 2120001211615 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@1,903円 － 3

単価契約
予定調達総額
1,899,194円
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別記様式４

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号

55

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分10）
有資格者以外の警備員928時
間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日

株式会社ＫＳＰ・ＷＥＳ
Ｔ
東京都千代田区岩本町１
－３－８国際岩本ビル６
Ｆ

法人番号 3011101004398 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@1,870円 － 3

単価契約
予定調達総額
1,735,360円

56

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分13）
有資格者以外の警備員
1,417.5時間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日
Ｎビルテック有限会社
大阪府堺市美原区平尾２
４０７－３

法人番号 9120002043605 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@2,178円 － 2

単価契約
予定調達総額
3,087,315円

57

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分15）
有資格者以外の警備員1,085
時間ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日

株式会社ＫＳＰ・ＷＥＳ
Ｔ
東京都千代田区岩本町１
－３－８国際岩本ビル６
Ｆ

法人番号 3011101004398 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@2,310円ほか － 1

単価契約
予定調達総額
3,073,070円

58

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分17）
有資格者以外の警備員
1,764.5時間ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日

株式会社ルート・ワン
愛知県名古屋市中区錦３
－２－３２錦アクシスビ
ル６Ｆ

法人番号 8180001057568 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@1,947円ほか － 3

単価契約
予定調達総額
3,834,539円

59

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分18）
有資格者以外の警備員1,141
時間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日

株式会社ＫＳＰ・ＷＥＳ
Ｔ
東京都千代田区岩本町１
－３－８国際岩本ビル６
Ｆ

法人番号 3011101004398 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@1,848円 － 5

単価契約
予定調達総額
2,108,568円

60

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分20）
有資格者以外の警備員2,615
時間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日
神姫警備保障株式会社
兵庫県姫路市中地南町３
４

法人番号 5140001059265 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@2,805円 － 1

単価契約
予定調達総額
7,335,075円
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別記様式４

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号

61

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分21）
有資格者以外の警備員672時
間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日

株式会社章陽セキュリ
ティ
兵庫県三木市大村１６３
－６

法人番号 7140002030933 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@1,782円 － 1

単価契約
予定調達総額
1,197,504円

62

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分22）
有資格者以外の警備員539時
間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日

丹後警備センター株式会
社
京都府与謝郡与謝野町字
上山田４２－２

法人番号 2130001043157 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@2,695円 － 1

単価契約
予定調達総額
1,452,605円

63

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分23）
有資格者以外の警備員457時
間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日

富士綜合警備保障株式会
社
鳥取県鳥取市商栄町４０
５－１

法人番号 5270001000703 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@2,640円 － 1

単価契約
予定調達総額
1,206,480円

64

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分24）
有資格者以外の警備員1,131
時間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日

近畿ビルサービス株式会
社
大阪府富田林市錦織北１
－１６－３８

法人番号 1120101030783 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@2,112円 － 3

単価契約
予定調達総額
2,388,672円

65

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分25）
有資格者以外の警備員928時
間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日
Ｎビルテック有限会社
大阪府堺市美原区平尾２
４０７－３

法人番号 9120002043605 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@2,090円 － 3

単価契約
予定調達総額
1,939,520円

66

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分26）
有資格者以外の警備員934時
間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日

株式会社ＫＳＰ・ＷＥＳ
Ｔ
東京都千代田区岩本町１
－３－８国際岩本ビル６
Ｆ

法人番号 3011101004398 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@2,222円 － 4

単価契約
予定調達総額
2,075,348円

-14



別記様式４

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施)

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

法人番号

67

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分27）
有資格者以外の警備員536時
間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日

和歌山国際セーフティ―
株式会社
和歌山県和歌山市東蔵前
丁３－１７南海和歌山市
駅ビル４階

法人番号 1170001003736 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@2,530円 － 3

単価契約
予定調達総額
1,356,080円

68

長浜税務署ほか58署の申告
会場駐車場等警備業務（区
分28）
有資格者以外の警備員371.4
時間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月22日
株式会社紀北総合警備
和歌山県伊都郡かつらぎ
町中飯降３６７－１

法人番号 8170001010949 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

@2,860円 － 2

単価契約
予定調達総額
1,062,204円

69
壁面収納庫等の購入
鋼製ロッカー48台ほか２品
目

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月23日
株式会社イノウエ商事
大阪府泉大津市我孫子２
－４－２０

法人番号 9120101042177 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

9,160,800円 － 4

70
中型文書裁断機の購入
４台

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年12月24日
株式会社イノウエ商事
大阪府泉大津市我孫子２
－４－２０

法人番号 9120101042177 一般競争入札

同種の他の契約の予定
価格を類推されるおそ
れがあるため公表しな
い

1,628,000円 － 3

（注１）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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別記様式５

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

(企画競争又は公募)
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

1

令和3年分確定申告期における
申告会場等の借上げ（彦根税務
署）
令和4年2月14日から和4年3月16
日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月12日
彦根商工会議所
滋賀県彦根市中央町３－８

法人番号 8160005004980

公募を実施した結果、本仕様の業
務履行可能な者が1者しかなく競
争を許さないことから会計法29条
の３第４項に該当するため。

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

1,318,900円 － 1

2

令和3年分確定申告期における
申告会場等の借上げ（草津税務
署）
令和4年2月15日から和4年3月16
日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月12日
草津商工会議所
滋賀県草津市大路２－１－
３５

法人番号 1160005008377

公募を実施した結果、本仕様の業
務履行可能な者が1者しかなく競
争を許さないことから会計法29条
の３第４項に該当するため。

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

1,299,360円 － 1

3

令和3年分確定申告期における
申告会場等の借上げ（泉大津税
務署）
令和4年2月9日から和4年3月16
日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月12日
泉大津商工会議所
大阪府泉大津市田中町１０
－７

法人番号 9120105006962

公募を実施した結果、本仕様の業
務履行可能な者が1者しかなく競
争を許さないことから会計法29条
の３第４項に該当するため。

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

4,908,970円 － 1

4

令和3年分確定申告期における
申告会場等の借上げ（富田林税
務署）
令和4年2月1日から和4年3月16
日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月12日

公益財団法人富田林市文化
振興事業団
大阪府富田林市桜ヶ丘町２
－８

法人番号 6120105007732

公募を実施した結果、本仕様の業
務履行可能な者が1者しかなく競
争を許さないことから会計法29条
の３第４項に該当するため。

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

4,519,460円 － 1

5

令和3年分確定申告期における
申告会場等の借上げ（門真税務
署）
令和4年2月14日から和4年3月16
日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月12日
有限会社守口門真商工会館
大阪府門真市殿島町６－４

法人番号 9120002080350

公募を実施した結果、本仕様の業
務履行可能な者が1者しかなく競
争を許さないことから会計法29条
の３第４項に該当するため。

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

5,310,228円 － 1

6

令和3年分確定申告期における
申告会場等の借上げ（姫路税務
署）
令和4年2月14日から和4年3月16
日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月12日

公益財団法人兵庫県勤労福
祉協会　兵庫県立姫路労働
会館
兵庫県姫路市北条１－９８

法人番号 7140005001733

公募を実施した結果、本仕様の業
務履行可能な者が1者しかなく競
争を許さないことから会計法29条
の３第４項に該当するため。

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

2,759,200円 － 1

7

令和3年分確定申告期における
申告会場等の借上げ（尼崎税務
署）
R令和4年2月15日から4年3月16
日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－
５－６３

令和3年10月12日
株式会社エーリック
兵庫県尼崎市道意町７－１
－３

法人番号 7140001047862

公募を実施した結果、本仕様の業
務履行可能な者が1者しかなく競
争を許さないことから会計法29条
の３第４項に該当するため。

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

2,971,100円 － 1

8

令和3年分確定申告期における申告会
場等の借上げ（西宮税務署　区分
２）
令和4年1月28日から和4年2月16日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年10月12日
逆瀬川都市開発株式会社
宝塚市逆瀬川１－１１－１

法人番号 5140001081525

公募を実施した結果、本仕様の業務履
行可能な者が1者しかなく競争を許さな
いことから会計法29条の３第４項に該
当するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
990,000円 － 1

9

令和3年分確定申告期における申告会
場等の借上げ（芦屋事務所　区分
１）
令和4年2月3日から和4年3月16日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年10月12日
芦屋都市管理株式会社
兵庫県芦屋市船戸町４－１－５
０２

法人番号 1140001000100

公募を実施した結果、本仕様の業務履
行可能な者が1者しかなく競争を許さな
いことから会計法29条の３第４項に該
当するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
4,264,260円 － 1

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

法人番号
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別記様式５

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

(企画競争又は公募)
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

法人番号

10

令和3年分確定申告期における申告会
場等の借上げ
（芦屋税務署　区分２）
令和4年2月3日から和4年3月16日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年10月12日
株式会社竹園
兵庫県芦屋市大原町１０－１－
１０１

法人番号 7140001000532

公募を実施した結果、本仕様の業務履
行可能な者が1者しかなく競争を許さな
いことから会計法29条の３第４項に該
当するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
924,000円 － 1

11
令和3年分確定申告期における申告会
場等の借上げ（加古川税務署）
令和4年2月9日から和4年3月16日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年10月12日

ニッケ・タウンパートナーズ株
式会社
兵庫県加古川市加古川町寺家町
１７３－１

法人番号 2140001012193

公募を実施した結果、本仕様の業務履
行可能な者が1者しかなく競争を許さな
いことから会計法29条の３第４項に該
当するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
5,698,550円 － 1

12
令和3年分確定申告期における申告会
場等の借上げ（桜井税務署）
令和4年2月14日から和4年3月16日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年10月12日
桜井市商工会
奈良県桜井市川合２６０－２

法人番号 1150005003858

公募を実施した結果、本仕様の業務履
行可能な者が1者しかなく競争を許さな
いことから会計法29条の３第４項に該
当するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
852,500円 － 1

13

令和３年分所得税及び復興特別所得
税並びに消費税及び地方消費税の確
定申告に係るお知らせ通知書・納付
書等封入業務（第２グループ）所得
税・消費税納付書単独封入153,634件
ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年10月20日
コンピュータ・サプライ株式会
社
大阪府枚方市出口2-38-8

法人番号 6120001149570

一般競争入札において再度の入札を実
施しても、落札者となるべき者がいな
いことから、会計法第29条の３第５項
及び予決令第99の２に該当するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
＠14.85円ほか － 1

単価契約
予定調達総額
2,871,338円

14

令和３年分所得税及び復興特別所得
税並びに消費税及び地方消費税の確
定申告に係る納付書等発送代行業務
発送業務177,051件ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年11月1日

株式会社ディーエムエス　大阪
支社
大阪府門真市三ツ島５－３６－
１

法人番号 5010001023358

一般競争入札において再度の入札を実
施しても、落札者となるべき者がいな
いことから、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条の2に該当
するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
＠61.6円ほか － 0

単価契約
予定調達総額
11,126,341円

15
確定申告コールセンターにおける税
理士業務委託
2,084人日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年11月9日
近畿税理士会
大阪市中央区谷町１-５－４

法人番号 6120005004185

公募を実施した結果、本仕様の業務履
行可能な者が1者しかなく競争を許さな
いことから会計法29条の３第４項に該
当するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
＠26,670円 － 1

単価契約
予定調達総額
55,580,280円

16
令和3年分確定申告期における申告会
場等の借上げ（伊丹税務署）
令和4年2月1日から和4年3月16日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年11月18日
信和不動産株式会社
豊中市大島町２－１－２９

法人番号 6120901029211

公募を実施した結果、本仕様の業務履
行可能な者が1者しかなく競争を許さな
いことから会計法29条の３第４項に該
当するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが
あるため公表しない

3,107,577円 － 1

17
令和3年分確定申告期における申告会
場等の借上げ（吹田税務署）
令和4年2月14日から和4年3月16日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年11月18日
信和建設株式会社
大阪市中央区南船場１－１８－
１１ＳＲビル長堀

法人番号 5120001142493

公募を実施した結果、本仕様の業務履
行可能な者が1者しかなく競争を許さな
いことから会計法29条の３第４項に該
当するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
6,138,000円 － 1

18
地区相談会場及び署外会場における
税理士業務委託（第１ブロック）
252日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年11月29日
近畿税理士会
大阪市中央区谷町１－５－４

法人番号 6120005004185

公募を実施した結果、本仕様の業務履
行可能な者が1者しかなく競争を許さな
いことから会計法29条の３第４項に該
当するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
＠19,903円 － 1

単価契約
予定調達総額
5,015,556円

19
地区相談会場及び署外会場における
税理士業務委託（第２ブロック）
340日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年11月29日
近畿税理士会
大阪市中央区谷町１－５－４

法人番号 6120005004185

公募を実施した結果、本仕様の業務履
行可能な者が1者しかなく競争を許さな
いことから会計法29条の３第４項に該
当するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
＠19,903円 － 1

単価契約
予定調達総額
6,767,020円

20
地区相談会場及び署外会場における
税理士業務委託（第３ブロック）
1,698日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年11月29日
近畿税理士会
大阪市中央区谷町１－５－４

法人番号 6120005004185

公募を実施した結果、本仕様の業務履
行可能な者が1者しかなく競争を許さな
いことから会計法29条の３第４項に該
当するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
＠19,903円 － 1

単価契約
予定調達総額
33,795,294円
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別記様式５

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

(企画競争又は公募)
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

法人番号

21
地区相談会場及び署外会場における
税理士業務委託（第４ブロック）
801日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年11月29日
近畿税理士会
大阪市中央区谷町１－５－４

法人番号 6120005004185

公募を実施した結果、本仕様の業務履
行可能な者が1者しかなく競争を許さな
いことから会計法29条の３第４項に該
当するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
＠19,903円 － 1

単価契約
予定調達総額
15,942,303円

22
地区相談会場及び署外会場における
税理士業務委託（第５ブロック）
275日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年11月29日
近畿税理士会
大阪市中央区谷町１－５－４

法人番号 6120005004185

公募を実施した結果、本仕様の業務履
行可能な者が1者しかなく競争を許さな
いことから会計法29条の３第４項に該
当するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
＠19,903円 － 1

単価契約
予定調達総額
5,473,325円

23
スタンド式非接触温度計の購入
83台

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年12月14日
石元商事株式会社
大阪府大阪市都島区中野町１－
７－２０

法人番号 9120001074460

一般競争入札において再度の入札を実
施しても、落札者となるべき者がいな
いことから、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条の2に該当
するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
9,084,350円 － 2

24
受付管理アプリケーション調達
一式

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年12月20日
株式会社文祥堂　大阪支店
大阪府大阪市中央区瓦町４－５
－９

法人番号 6010001055730

一般競争入札において再度の入札を実
施しても、落札者となるべき者がいな
いことから、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条の2に該当
するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
1,232,000円 － 1

25

令和３年分確定申告期におけるポス
ター等掲出業務(第４グループ)
令和3年12月15日から令和4年3月15日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年12月22日
株式会社京阪エージェンシー
大阪市中央区大手前１ー７ー２
４

法人番号 5120001078861

一般競争入札において再度の入札を実
施しても、落札者となるべき者がいな
いことから、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条の2に該当
するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
1,012,000円 － 0

26
令和３年分確定申告期におけるポス
ター等掲出業務(第５グループ)
令和3年12月15日から令和4年3月15日

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年12月22日
株式会社京阪エージェンシー
大阪市中央区大手前１ー７ー２
４

法人番号 5120001078861

一般競争入札において再度の入札を実
施しても、落札者となるべき者がいな
いことから、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条の2に該当
するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
1,166,000円 － 0

27
長浜税務署ほか58署の申告会場駐車
場等警備業務（区分１）
有資格者以外の警備員659.5時間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年12月24日
全立興業有限会社
滋賀県米原市枝折１３１－１

法人番号 6160002007749

一般競争入札において再度の入札を実
施しても、落札者となるべき者がいな
いことから、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条の2に該当
するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
@2,739円 － 1

単価契約
予定調達総額
1,806,370円

28
長浜税務署ほか58署の申告会場駐車
場等警備業務（区分２）
有資格者以外の警備員504時間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年12月24日
有限会社ガーディアン・ズ
滋賀県彦根市城町１－１－１１

法人番号 6160002008037

一般競争入札において再度の入札を実
施しても、落札者となるべき者がいな
いことから、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条の2に該当
するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
@2,365円 － 1

単価契約
予定調達総額
1,191,960円

29

長浜税務署ほか58署の申告会場駐車
場等警備業務（区分８）
有資格者以外の警備員1,517.5時間ほ
か

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年12月24日
株式会社ＫＭＫ'Ｓ
大阪府豊中市名神口１－１４－
６

法人番号 4120901027456

一般競争入札において再度の入札を実
施しても、落札者となるべき者がいな
いことから、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条の2に該当
するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
@1,969円ほか － 2

単価契約
予定調達総額
3,511,915円

-18



別記様式５

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

(企画競争又は公募)
予定価格 契約金額 落札率

応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

法人番号

30

長浜税務署ほか58署の申告会場駐車
場等警備業務（区分11）
有資格者以外の警備員1,422.5時間ほ
か

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年12月24日
株式会社ＫＭＫ'Ｓ
大阪府豊中市名神口１－１４－
６

法人番号 4120901027456

一般競争入札において再度の入札を実
施しても、落札者となるべき者がいな
いことから、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条の2に該当
するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
@2,090円ほか － 2

単価契約
予定調達総額
3,371,500円

31
長浜税務署ほか58署の申告会場駐車
場等警備業務（区分12）
有資格者以外の警備員1,221.5時間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年12月24日
株式会社ＫＭＫ'Ｓ
大阪府豊中市名神口１－１４－
６

法人番号 4120901027456

一般競争入札において再度の入札を実
施しても、落札者となるべき者がいな
いことから、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条の2に該当
するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
@1,980円 － 0

単価契約
予定調達総額
2,418,570円

32
長浜税務署ほか58署の申告会場駐車
場等警備業務（区分16）
有資格者以外の警備員1,518時間ほか

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年12月24日

株式会社ジャパンクリエイト
サービス
神戸市灘区岸地通３－５－16－
１F

法人番号 1140001095909

一般競争入札において再度の入札を実
施しても、落札者となるべき者がいな
いことから、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条の2に該当
するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
@1,903円ほか － 1

単価契約
予定調達総額
4,159,023円

33
長浜税務署ほか58署の申告会場駐車
場等警備業務（区分19）
有資格者以外の警備員570時間

支出負担行為担当官
大阪国税局総務部次長
鯵本　智史
大阪府大阪市中央区大手前１－５－６
３

令和3年12月24日
ワールド綜合警備保障株式会社
大阪府堺市西区浜寺船尾町東４
－５

法人番号 1120101010174

一般競争入札において再度の入札を実
施しても、落札者となるべき者がいな
いことから、会計法第29条の3第5項及
び予算決算及び会計令第99条の2に該当
するため。

同種の他の契約の予定価
格を類推されるおそれが

あるため公表しない
@2,640円 － 0

単価契約
予定調達総額
1,504,800円

（注１）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
（注２）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
（注３）予算決算及び会計令第99条の２又は第99条の３の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
　　　　企画競争又は公募を行った場合には、提案者数又は応募者数を応札者数欄に記載する。
（注４）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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別記様式６

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、機関及び種別
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募

又は不落・不調の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

(応募)
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

1
外部委託研修（区分１）
２名

令和3年10月4日
クオリティネット株式会社
東京都千代田区東神田２－
４－６

法人番号 7011101029722 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

1,097,800円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　受託者又は委託先の研修実績の確認できる書類
２　講師の研修実施実績が確認できる書類
３　作成した時間割（研修カリキュラム）
４　実際に使用する教材の内容が確認できる書類
５　使用するパソコンの機種、ＯＳなどの種類を記載
した書類
６　使用する各種ソフトウェアの種類及びバージョン
情報を記載した書類
７　研修場所の設備状況及び所在地が確認できる書類

2
外部委託研修（区分2）
２名

令和3年10月4日
クオリティネット株式会社
東京都千代田区東神田２－
４－６

法人番号 7011101029722 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

1,650,000円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　受託者又は委託先の研修実績の確認できる書類
２　講師の研修実施実績が確認できる書類
３　作成した時間割（研修カリキュラム）
４　実際に使用する教材の内容が確認できる書類
５　使用するパソコンの機種、ＯＳなどの種類を記載
した書類
６　使用する各種ソフトウェアの種類及びバージョン
情報を記載した書類
７　研修場所の設備状況及び所在地が確認できる書類

3
令和3年分確定申告期における申告会場等
の借上げ（彦根税務署）
令和4年2月14日から和4年3月16日

令和3年10月12日
彦根商工会議所
滋賀県彦根市中央町３－８

法人番号 8160005004980 公募

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

1,318,900円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　申込会場の概要等（立地等）が確認できる書類
２　申込会場の間取り図
３　施設使用料等を記載した定価表
４　その他仕様の条件を満たすことが確認できる書類

4
令和3年分確定申告期における申告会場等
の借上げ（草津税務署）
令和4年2月15日から和4年3月16日

令和3年10月12日
草津商工会議所
滋賀県草津市大路２－１－３
５

法人番号 1160005008377 公募

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

1,299,360円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　申込会場の概要等（立地等）が確認できる書類
２　申込会場の間取り図
３　施設使用料等を記載した定価表
４　その他仕様の条件を満たすことが確認できる書類

5
令和3年分確定申告期における申告会場等
の借上げ（泉大津税務署）
令和4年2月9日から和4年3月16日

令和3年10月12日
泉大津商工会議所
大阪府泉大津市田中町１０
－７

法人番号 9120105006962 公募

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

4,908,970円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　申込会場の概要等（立地等）が確認できる書類
２　申込会場の間取り図
３　施設使用料等を記載した定価表
４　その他仕様の条件を満たすことが確認できる書類

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

法人番号
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別記様式６

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、機関及び種別
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募

又は不落・不調の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

(応募)
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

法人番号

6
令和3年分確定申告期における申告会場等
の借上げ（富田林税務署）
令和4年2月1日から和4年3月16日

令和3年10月12日

公益財団法人富田林市文化
振興事業団
大阪府富田林市桜ヶ丘町２
－８

法人番号 6120105007732 公募

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

4,519,460円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　申込会場の概要等（立地等）が確認できる書類
２　申込会場の間取り図
３　施設使用料等を記載した定価表
４　その他仕様の条件を満たすことが確認できる書類

7
令和3年分確定申告期における申告会場等
の借上げ（門真税務署）
令和4年2月14日から和4年3月16日

令和3年10月12日
有限会社守口門真商工会館
大阪府門真市殿島町６－４

法人番号 9120002080350 公募

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

5,310,228円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　申込会場の概要等（立地等）が確認できる書類
２　申込会場の間取り図
３　施設使用料等を記載した定価表
４　その他仕様の条件を満たすことが確認できる書類

8
令和3年分確定申告期における申告会場等
の借上げ（姫路税務署）
令和4年2月14日から和4年3月16日

令和3年10月12日

公益財団法人兵庫県勤労福
祉協会　兵庫県立姫路労働
会館
兵庫県姫路市北条１－９８

法人番号 7140005001733 公募

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

2,759,200円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　申込会場の概要等（立地等）が確認できる書類
２　申込会場の間取り図
３　施設使用料等を記載した定価表
４　その他仕様の条件を満たすことが確認できる書類

9
令和3年分確定申告期における申告会場等
の借上げ（尼崎税務署）
R令和4年2月15日から4年3月16日

令和3年10月12日
株式会社エーリック
兵庫県尼崎市道意町７－１
－３

法人番号 7140001047862 公募

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

2,971,100円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　申込会場の概要等（立地等）が確認できる書類
２　申込会場の間取り図
３　施設使用料等を記載した定価表
４　その他仕様の条件を満たすことが確認できる書類

10
令和3年分確定申告期における申告会場等
の借上げ（西宮税務署　区分２）
令和4年1月28日から和4年2月16日

令和3年10月12日
逆瀬川都市開発株式会社
宝塚市逆瀬川１－１１－１

法人番号 5140001081525 公募

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

990,000円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　申込会場の概要等（立地等）が確認できる書類
２　申込会場の間取り図
３　施設使用料等を記載した定価表
４　その他仕様の条件を満たすことが確認できる書類
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別記様式６

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、機関及び種別
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募

又は不落・不調の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

(応募)
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

法人番号

11
令和3年分確定申告期における申告会場等
の借上げ（芦屋事務所　区分１）
令和4年2月3日から和4年3月16日

令和3年10月12日
芦屋都市管理株式会社
兵庫県芦屋市船戸町４－１
－５０２

法人番号 1140001000100 公募

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

4,264,260円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　申込会場の概要等（立地等）が確認できる書類
２　申込会場の間取り図
３　施設使用料等を記載した定価表
４　その他仕様の条件を満たすことが確認できる書類

12

令和3年分確定申告期における申告会場等
の借上げ
（芦屋税務署　区分２）
令和4年2月3日から和4年3月16日

令和3年10月12日
株式会社竹園
兵庫県芦屋市大原町１０－１
－１０１

法人番号 7140001000532 公募

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

924,000円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　申込会場の概要等（立地等）が確認できる書類
２　申込会場の間取り図
３　施設使用料等を記載した定価表
４　その他仕様の条件を満たすことが確認できる書類

13
令和3年分確定申告期における申告会場等
の借上げ（加古川税務署）
令和4年2月9日から和4年3月16日

令和3年10月12日

ニッケ・タウンパートナーズ
株式会社
兵庫県加古川市加古川町寺
家町１７３－１

法人番号 2140001012193 公募

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

5,698,550円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　申込会場の概要等（立地等）が確認できる書類
２　申込会場の間取り図
３　施設使用料等を記載した定価表
４　その他仕様の条件を満たすことが確認できる書類

14
令和3年分確定申告期における申告会場等
の借上げ（桜井税務署）
令和4年2月14日から和4年3月16日

令和3年10月12日
桜井市商工会
奈良県桜井市川合２６０－２

法人番号 1150005003858 公募

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

852,500円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　申込会場の概要等（立地等）が確認できる書類
２　申込会場の間取り図
３　施設使用料等を記載した定価表
４　その他仕様の条件を満たすことが確認できる書類

15

令和３年分所得税及び復興特別所得税並
びに消費税及び地方消費税の確定申告に
係るお知らせ通知書・納付書等封入業務
（第２グループ）所得税・消費税納付書単独
封入153,634件ほか

令和3年10月20日
コンピュータ・サプライ株式会
社
大阪府枚方市出口2-38-8

法人番号 6120001149570 不落・不調

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

＠14.85円ほか ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　JISQ15001に基づくプライバシーマーク使用許諾事
業者の認定
２　ISO/IEC27001又はJISQ27001に基づくＩＳＭＳの認
証
３　上記１又は２と同等の資格に関する認定
４　仕様書の「管理手順や品質保証体制の証明等」に
掲げる各書類
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別記様式６

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、機関及び種別
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募

又は不落・不調の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

(応募)
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

法人番号

16
業務用自動車の交換業務
小型乗用自動車１台

令和3年10月27日
日産大阪販売株式会社
大阪府大阪市西区南堀江３
－１４－２２

法人番号 6120001113923 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公

表しない

2,954,341円 ― 1
以下の内容が確認できる書類を提出すること。
・　応札物品の概要が分かるもの（カタログ等）

17
確定申告コールセンターにおける税理士業
務委託
2,084人日

令和3年11月9日
近畿税理士会
大阪市中央区谷町１-５－４

法人番号 6120005004185 公募

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

＠26,670円 ― 1
以下の内容が確認できる書類を提出すること。
・　派遣税理士数を確保することが確認できる書類

18
令和3年分確定申告期における申告会場等
の借上げ（伊丹税務署）
令和4年2月1日から和4年3月16日

令和3年11月18日
信和不動産株式会社
豊中市大島町２－１－２９

法人番号 6120901029211 公募

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

3,107,577円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　申込会場の概要等（立地等）が確認できる書類
２　申込会場の間取り図
３　施設使用料等を記載した定価表
４　その他仕様の条件を満たすことが確認できる書類

19
令和3年分確定申告期における申告会場等
の借上げ（吹田税務署）
令和4年2月14日から和4年3月16日

令和3年11月18日
信和建設株式会社
大阪市中央区南船場１－１８
－１１ＳＲビル長堀

法人番号 5120001142493 公募

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

6,138,000円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　申込会場の概要等（立地等）が確認できる書類
２　申込会場の間取り図
３　施設使用料等を記載した定価表
４　その他仕様の条件を満たすことが確認できる書類

20

令和３年分所得税及び復興特別所得税並
びに消費税及び地方消費税の確定申告に
係るお知らせ通知書・納付書等封入業務（Ａ
グループ）288,682件ほか

令和3年11月22日
レスター工業株式会社
大阪市中央区糸屋町２－３
－２

法人番号 2120001092320 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

＠21.23円ほか ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　国際標準化機構（ISO）に参加している認定機関に
より認定された審査登録機関によるISO9001の認定
２　JISQ15001に基づくプライバシーマーク使用許諾事
業者の認定
３　ISO/IEC27001又はJISQ27001に基づくＩＳＭＳの認
証
４　上記１、２又は３と同等の資格に関する認定
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別記様式６

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、機関及び種別
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募

又は不落・不調の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

(応募)
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

法人番号

21
確定申告コールセンターにおけるインター
ネットパソコン等の借上げ及び設定業務
令和４年１月８日～令和４月３月15日

令和3年11月25日
エイトレント株式会社
大阪府大阪市北区茶屋町１
８－２１

法人番号 6120001061197 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

11,121,000円 ― 1
以下の内容が確認できる書類を提出すること。
・　仕様書の「管理手順や品質保証体制の証明等」に
掲げる各書類

22
税務相談用パーソナルコンピュータの設定
等業務
一式

令和3年11月26日

エヌ・ティ・ティ・データカスタ
マサービス株式会社　西日
本支社
大阪府大阪市北区堂島３－
１－２１

法人番号 6010601032609 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

19,998,000円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　JISQ15001に基づくプライバシーマーク使用許諾事
業者の認定
２　ISO/IEC27001又はJISQ27001に基づくＩＳＭＳの認
証
３　上記１又は２と同等の資格に関する認定
４　仕様書の「管理手順や品質保証体制の証明等」に
掲げる各書類

23

令和３事務年度大阪国税局保存簿書等の
マイクロフィルム作成及びオリジナルフィル
ム変退色等検査に係る業務委託
保存簿書等のマイクロフィルム作成56,955コ
マほか

令和3年11月29日

エイチ・エス写真技術株式会
社
大阪市福島区福島４-８－１
５

法人番号 4120001069192 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

＠50.6円ほか ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　仕様書本文７ イからへに掲げる設備を具備して
いることが分かる書類
２　JISQ15001に基づくプライバシーマーク使用許諾事
業者の認定
３　国際品質規格（ISO9001：2000）の認証
４　上記２又は３と同等の資格に関する認定
５　仕様書別紙の「管理手順・品質保証体制の証明
等」に掲げる各書類

24

令和３年分申告所得税及び復興特別所得
税並びに消費税及び地方消費税申告書等
随時発送分に係る封入及び発送代行業務
封入業務　24,971件ほか

令和3年11月29日
データゾーン株式会社
大阪府寝屋川市点野２－１２
－１４

法人番号 8120001152903 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

@170.5円ほか ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　JISQ15001に基づくプライバシーマーク使用許諾事
業者の認定
２　ISO/IEC27001又はJISQ27001に基づくＩＳＭＳの認
証
３　上記１又は２と同等の資格に関する認定

25
地区相談会場及び署外会場における税理
士業務委託（第１ブロック）
252日

令和3年11月29日
近畿税理士会
大阪市中央区谷町１－５－４

法人番号 6120005004185 公募

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

＠19,903円 ― 1
以下の内容が確認できる書類を提出すること。
・　派遣税理士数を確保することが確認できる書類
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別記様式６

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、機関及び種別
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募

又は不落・不調の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

(応募)
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

法人番号

26
地区相談会場及び署外会場における税理
士業務委託（第２ブロック）
340日

令和3年11月29日
近畿税理士会
大阪市中央区谷町１－５－４

法人番号 6120005004185 公募

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

＠19,903円 ― 1
以下の内容が確認できる書類を提出すること。
・　派遣税理士数を確保することが確認できる書類

27
地区相談会場及び署外会場における税理
士業務委託（第３ブロック）
1,698日

令和3年11月29日
近畿税理士会
大阪市中央区谷町１－５－４

法人番号 6120005004185 公募

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

＠19,903円 ― 1
以下の内容が確認できる書類を提出すること。
・　派遣税理士数を確保することが確認できる書類

28
地区相談会場及び署外会場における税理
士業務委託（第４ブロック）
801日

令和3年11月29日
近畿税理士会
大阪市中央区谷町１－５－４

法人番号 6120005004185 公募

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

＠19,903円 ― 1
以下の内容が確認できる書類を提出すること。
・　派遣税理士数を確保することが確認できる書類

29
地区相談会場及び署外会場における税理
士業務委託（第５ブロック）
275日

令和3年11月29日
近畿税理士会
大阪市中央区谷町１－５－４

法人番号 6120005004185 公募

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

＠19,903円 ― 1
以下の内容が確認できる書類を提出すること。
・　派遣税理士数を確保することが確認できる書類

30
大阪国税局確定申告用ＷＡＮクライアントパ
ソコンの設定業務
一式

令和3年12月6日
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社
東京都江東区豊洲５－６－１
５

法人番号 8010601034867 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

1,806,420円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　過去３年において、600台程度のパソコンのキッ
ティング作業の実績を確認できる書類
２　ISO9001の審査登録
３　ISO/IEC27001又はJISQ27001に基づくＩＳＭＳの認
証
４　上記１又は２と同等の資格に関する認定
５　仕様書の「管理手順や品質保証体制の証明等」に
掲げる各書類
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別記様式６

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、機関及び種別
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募

又は不落・不調の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

(応募)
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

法人番号

31
備品等の外部保管及び搬送業務（第1ブロッ
ク）
枚方税務署分61日間ほか

令和3年12月8日
株式会社メイセイ物流
大阪府吹田市津雲台７－２
－Ｄ１０２

法人番号 5120001047899 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

2,134,000円
@3,74０円ほか

― 1
以下の内容が確認できる書類を提出すること。
・　各税務署の備品等を保管する場所の所在地及び保
管面積が確認できる書類

32
備品等の外部保管及び搬送業務（第2ブロッ
ク）
豊能税務署分59日間ほか

令和3年12月8日
株式会社メイセイ物流
大阪府吹田市津雲台７－２
－Ｄ１０２

法人番号 5120001047899 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

2,946,240円
@5,830円ほか

― 1
以下の内容が確認できる書類を提出すること。
・　各税務署の備品等を保管する場所の所在地及び保
管面積が確認できる書類

33
備品等の外部保管及び搬送業務（第4ブロッ
ク）
葛城税務署分71日間ほか

令和3年12月8日
株式会社メイセイ物流
大阪府吹田市津雲台７－２
－Ｄ１０２

法人番号 5120001047899 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

1,639,660円
@3,741円ほか

― 1
以下の内容が確認できる書類を提出すること。
・　各税務署の備品等を保管する場所の所在地及び保
管面積が確認できる書類

34

舞鶴税務署、三木税務署及び和田山税務
署のレイアウト変更に伴う備品移設及びＬＡ
Ｎ配線敷設業務
一式

令和3年12月13日
株式会社アキラ
大阪市阿倍野区昭和町２－
１３－２

法人番号 4120001004661 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

2,013,000円 ― 1 特になし。

35
令和３年分確定申告期におけるポスター等
掲出業務(第３グループ)
令和3年12月15日から令和4年3月15日

令和3年12月15日
神姫クリエイト株式会社
兵庫県姫路市北条５０７

法人番号 6140001059272 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

675,532円 ― 1 特になし。
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別記様式６

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、機関及び種別
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募

又は不落・不調の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

(応募)
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

法人番号

36
確定申告コールセンター等における通信回
線サービス業務委託
一式

令和3年12月17日
西日本電信電話株式会社
大阪府大阪市中央区馬場町
３－１５

法人番号 7120001077523 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

1,883,530円 ― 1
以下の内容が確認できる書類を提出すること。
・　ネットワーク回線網経由で公衆電話網に接続可能
な音声通信の実績

37
酒税関係書類の発送に係る発送用封筒等
の作成、封入、発送等業務
24,500件

令和3年12月20日
データゾーン株式会社
大阪府寝屋川市点野２ー１
２ー１４

法人番号 8120001152903 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

@96.25円ほか ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　JISQ15001に基づくプライバシーマーク使用許諾事
業者の認定
２　ISO/IEC27001又はJISQ27001に基づくＩＳＭＳの認
証
３　上記１又は２と同等の資格に関する認定
４　仕様書別紙14の「管理手順や品質保証体制の証明
等」に掲げる各書類

38
受付管理アプリケーション調達
一式

令和3年12月20日
株式会社文祥堂　大阪支店
大阪府大阪市中央区瓦町４
－５－９

法人番号 6010001055730 不落・不調

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

1,232,000円 ― 1
以下の内容が確認できる書類を提出すること。
・　調達アプリケーションの詳細が確認できる書類
（カタログ等）

39
長浜税務署ほか58署の申告会場駐車場等
警備業務（区分３）
有資格者以外の警備員867.5時間

令和3年12月22日
株式会社テクノス総合メンテ
ナンスサービス
滋賀県草津市若竹町８－３８

法人番号 8160001013671 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

@2,024円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　警備業法第４条に定める都道府県公安委員会の警
備業認定証の写し
２　警備業法第２条第１項第１号及び第２号の業務に
係る警備員指導教育責任者資格者証の写し
３　警備業務に係る賠償責任保険に加入していること
が確認できる書類

40
長浜税務署ほか58署の申告会場駐車場等
警備業務（区分15）
有資格者以外の警備員1,085時間ほか

令和3年12月22日
株式会社ＫＳＰ・ＷＥＳＴ
東京都千代田区岩本町１－
３－８国際岩本ビル６Ｆ

法人番号 3011101004398 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

@2,530円ほか ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　警備業法第４条に定める都道府県公安委員会の警
備業認定証の写し
２　警備業法第２条第１項第１号及び第２号の業務に
係る警備員指導教育責任者資格者証の写し
３　警備業務に係る賠償責任保険に加入していること
が確認できる書類
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別記様式６

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、機関及び種別
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募

又は不落・不調の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

(応募)
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

法人番号

41
長浜税務署ほか58署の申告会場駐車場等
警備業務（区分20）
有資格者以外の警備員2,615時間

令和3年12月22日
神姫警備保障株式会社
兵庫県姫路市中地南町３４

法人番号 5140001059265 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

@2,805円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　警備業法第４条に定める都道府県公安委員会の警
備業認定証の写し
２　警備業法第２条第１項第１号及び第２号の業務に
係る警備員指導教育責任者資格者証の写し
３　警備業務に係る賠償責任保険に加入していること
が確認できる書類

42
長浜税務署ほか58署の申告会場駐車場等
警備業務（区分21）
有資格者以外の警備員672時間

令和3年12月22日
株式会社章陽セキュリティ
兵庫県三木市大村１６３－６

法人番号 7140002030933 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

@1,782円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　警備業法第４条に定める都道府県公安委員会の警
備業認定証の写し
２　警備業法第２条第１項第１号及び第２号の業務に
係る警備員指導教育責任者資格者証の写し
３　警備業務に係る賠償責任保険に加入していること
が確認できる書類

43
長浜税務署ほか58署の申告会場駐車場等
警備業務（区分22）
有資格者以外の警備員539時間

令和3年12月22日
丹後警備センター株式会社
京都府与謝郡与謝野町字上
山田４２－２

法人番号 2130001043157 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

@2,695円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　警備業法第４条に定める都道府県公安委員会の警
備業認定証の写し
２　警備業法第２条第１項第１号及び第２号の業務に
係る警備員指導教育責任者資格者証の写し
３　警備業務に係る賠償責任保険に加入していること
が確認できる書類

44
長浜税務署ほか58署の申告会場駐車場等
警備業務（区分23）
有資格者以外の警備員457時間

令和3年12月22日
富士綜合警備保障株式会社
鳥取県鳥取市商栄町４０５－
１

法人番号 5270001000703 一般競争入札

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

@2,640円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　警備業法第４条に定める都道府県公安委員会の警
備業認定証の写し
２　警備業法第２条第１項第１号及び第２号の業務に
係る警備員指導教育責任者資格者証の写し
３　警備業務に係る賠償責任保険に加入していること
が確認できる書類

45
長浜税務署ほか58署の申告会場駐車場等
警備業務（区分１）
有資格者以外の警備員659.5時間

令和3年12月24日
全立興業有限会社
滋賀県米原市枝折１３１－１

法人番号 6160002007749 不落・不調

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

@2,739円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　警備業法第４条に定める都道府県公安委員会の警
備業認定証の写し
２　警備業法第２条第１項第１号及び第２号の業務に
係る警備員指導教育責任者資格者証の写し
３　警備業務に係る賠償責任保険に加入していること
が確認できる書類
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別記様式６

（部局名： 大阪国税局   ） （審議対象期間　令和３年10月１日～令和３年12月31日）

公共工事の名称、場所、機関及び種別
又は物品役務等の名称及び数量

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募

又は不落・不調の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

(応募)
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）

法人番号

46
長浜税務署ほか58署の申告会場駐車場等
警備業務（区分２）
有資格者以外の警備員504時間

令和3年12月24日
有限会社ガーディアン・ズ
滋賀県彦根市城町１－１－１
１

法人番号 6160002008037 不落・不調

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

@2,365円 ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　警備業法第４条に定める都道府県公安委員会の警
備業認定証の写し
２　警備業法第２条第１項第１号及び第２号の業務に
係る警備員指導教育責任者資格者証の写し
３　警備業務に係る賠償責任保険に加入していること
が確認できる書類

47
長浜税務署ほか58署の申告会場駐車場等
警備業務（区分16）
有資格者以外の警備員1,518時間ほか

令和3年12月24日

株式会社ジャパンクリエイト
サービス
神戸市灘区岸地通３－５－
16－１F

法人番号 1140001095909 不落・不調

②同種の他の契約の
予定価格を類推され
るおそれがあるため

公表しない

@2,171.4円ほか ― 1

以下の内容が確認できる書類を提出すること。
１　警備業法第４条に定める都道府県公安委員会の警
備業認定証の写し
２　警備業法第２条第１項第１号及び第２号の業務に
係る警備員指導教育責任者資格者証の写し
３　警備業務に係る賠償責任保険に加入していること
が確認できる書類

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
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